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平成２２年度 第９回安曇野市スポーツ振興計画策定委員会 会議概要 

１ 審議会名 スポーツ振興計画策定委員会   

２ 日  時 平成２２年１０月２７日 午後７時００分から午後８時４５分まで 

３ 会  場 豊科公民館 大会議室     

４ 出席者  古澤会長、加々美副会長、赤羽委員、大谷委員、丸山委員、高橋委員、宮澤委員  

       二木委員、阿部委員、征矢野委員、松澤委員、会田委員、山田（賢）委員、    

       矢野委員、臼井委員、畠山委員、青柳委員                   

                                        

５ 市側出席者  赤羽課長・青柳係長・深澤副主幹・中島主査        

６ 公開・非公開の別  公開       

７ 傍聴人  ０人    記者  ０人  

８ 会議概要作成年月日     平成２２年１１月４日  

協  議  事  項  等 

１ 会議の概要 

 （１）開会（赤羽課長） 

 （２）会長あいさつ 

 （３）協議事項 

    ①計画素案について 

 （４）閉会（赤羽課長） 

 

２ 会長あいさつ 

こう冷えてくるとグラウンドの整備や競技する人のコンディションなど心配される方もいると思う。明日

はプロ野球のドラフト会議があるということで将来、市の出身者が加わってくることがあれば、楽しみも

増えてくると思う。この振興計画の中からいろいろな発展性がでてくるといいと思う。 

 

３ 協議概要 

 （１）計画素案について 

 （会 長） 前回の内容を確認しながら、事務局のほうから説明をお願いしたい。 

 （事務局） <資料説明>  

 （会 長） 序論の部分の説明があったが、質問等あるか。 

       （意見なし） 

       つづいて、基本構想のほうをお願いする。 

 （事務局） <資料説明> 

       以前の策定委員会の中で基本目標の順番については、議論し決めてもらった。計画を整理して

きたところ、並び順については２番目の施設整備の部分を最後にもってきたほうが流れとして

も分かりやすいのかと思ったので提案する。ソフト部分の間にハード部分が入っている印象も

する。検討をお願いしたい。 

 （会 長） 順番をという話があった。７月に相当、議論した経過がある。意見があったらお願いしたい。 

 （委 員） ここで議論した結果は変更しないほうがいいと思う。ただ、たしかに上のほうにソフト部分を

まとめるという考えも分かる。  

（委 員） ２番目にもってこないほうがいいという理由は流れが悪いということだけなのか。ソフトのあ

とにハードをすぐに持ってきているのは本気だと感じる。流れとしては自然だと思う。たいし

た問題ではないと思う。施設のことが２番目にでてくるほうがインパクトがあっていいと思

う。  

 

 



協  議  事  項  等 

（事務局） ソフトとハードを分けるだけということではなくて生涯スポーツの推進があって、そのために

施設整備という流れはいかがかということである。 

（事務局） ソフトとハードに分けられる。スポーツ振興計画の策定するにあたっては、安曇野市のスポー

ツ振興に関すること、施設整備に関することを盛り込んでいきたいということを当初、話をさ

せてもらった。体系図を見たときに分けたほうが市民にとっても見やすいのではないかという

ことで提案した。検討をお願いしたい。 

（会 長） この部分については相当、時間をかけてやってきた。かなりこだわりをもっている。施設のこ

とは一番でもいいと思っている。 

（委 員） 提案に賛成したいと思う。一番、最後か最初かのどっちかだと思う。 

（委 員） そのときの会議を欠席したせいか話が分からない。 

（会 長） 当初は４、１、５、３、２の順番であった。２回の会議を経てこの順番にした。 

（委 員） この順番だといけないのか。 

（事務局） いけないわけではない。スポーツ振興と施設整備の２本立てでお願いしたので、入り混じるよ

りは分けたほうが見やすいのかと思う。 

（委 員） 市民の方が読んで感じてもらうということでこういう形になったと思う。構成にはこだわらな

くてもいいと思う。 

（会 長） われわれも格好をつけようと思わないで、市民に分かりやすく文言もできるだけ短くした。市

民に分かりやすくということでこの形になったと理解している。われわれの心が入っている。

（委 員） 提案者の熱意を聞きたい。取り下げてもいいというなら取り下げてもらいたい。 

（委 員） 今までやってきたことが無駄になってしまう。 

（事務局） 図示した中でこういう考え方もあるのではないかということで提案したが、固執するわけでは

ない。みなさんに議論してもらった結果を尊重したい。 

（会 長） それではこの順番でということにする。 

（委 員） スポーツ施設の整備には体育館だけでなく、書かれているとおり自然を生かした環境づくりも

含まれていると思う。安曇野市は温泉もあり景色もいい。東御市に行ったらものすごくきれい

なところに大きな体育館があって、そこに温泉や宿泊施設があって帰りにぶどう狩りもできる

ようになっていた。スポーツをする人を迎えるような気持ちを出していければと思う。安曇野

市でスポーツをまたやりたいという人がいっぱいでてくるようにしたほうがいい。スポーツを

したあとにリラックスというような環境が薄いかと思う。 

（会 長） 文言を変えたほうがいいということか。 

（委 員） リラクゼーションと環境づくりを打ち出していくほうがイメージがわきやすい。 

（委 員） それは基本計画の中でうたっているので、基本構想ではうたわなくてもいいと思う。  

（委 員） 今、話されたようなことが想像できるだろうか。 

（事務局） 今の提案は理解できる。念頭にはあるが、７年間でそこまで広げるのは難しい。整備を要する

施設はまだまだある。観光との連携まで盛り込めればいいが、足元が固まっていないうちには

そこまではうたえない。ひかえてある。 

（会 長） 外から来る方にも楽しんでもらうという観点は重要だと思う。 

（委 員） 市外や県外からの使用を想定した大規模大会に向けた施設整備ということもうたっている。そ

ういった環境づくりということも少しうたっているので、この辺の表現で理解願いたい。 

（委 員） 明科のカヌー大会やパラグライダーの大会もあるが、リラクゼーションとの連携はない。この

計画自体がまずはスタート地点になる考え方と思う。 

（会 長） 基本計画のほうに追記したほうがいいか。 

（委 員） 文言ではない。施設の整備と有効活用って言うだけでなく、観光やリラクゼーションというと

ころも大事にするとなればいい。言葉では難しいと思う。 

 



協  議  事  項  等 

（会 長） このままでいいか。 

（委 員） 安曇野市でスポーツをすることを大事にするということがでていればいい。 

（委 員） 自然を生かした環境づくりということでいいと思う。 

（事務局） そういった環境は念頭において推進していくということで理解してほしい。市外の方を排除す

るわけではなく当然受け入れるわけですが、ベースとなるものは市民の方を対象にした提言で

ある。 

（会 長） ほかにあるか。 

      （意見なし） 

      次の基本計画を項目ごとにお願いする。 

（事務局） <資料説明> 

（会 長） 生涯スポーツの推進についてどうか。 

      （意見なし） 

      次のスポーツ施設の整備と有効活用についてお願いする。 

（事務局） <資料説明> 

（会 長） 以前とだいぶ変わっているが何かあるか。プールについては何かあるか。温水プールにするよ

うなことはまだ先の段階か。 

（事務局） 総合運動公園ということがでてくれば、検討することになると思う。用地の確保が難しい。 

（委 員） 検討すべき新規施設の中に押野山野球場というのが入っている。市内に正式な規格の野球場が

一つもない。検討課題に入れて欲しい。松本野球場のようなものを望んでいるのではない。 

（会 長） 押野山にもその広さはないのか。 

（事務局） 広さはある。４～５ヘクタールくらいある。 

（委 員） 既存施設の改修も含めて検討課題にして欲しい。 

（会 長） 押野山に造るより今ある施設を拡張したほうが有効なのか。 

（事務局） 県民豊科運動広場のほうをかかげているのはそういった意味もある。 

（委 員） 設計するときに関係者や専門の方を入れて欲しい。そうすれば、そういったことも解決される

と思う。 

（事務局） 町や村のときにはグラウンドができればいいという考えもあったと思う。今後はその辺も気を

つけたい。 

（委 員） 検討課題に入れていただけるとありがたい。 

（事務局） そういう意味も含めて書いてある。 

（委 員） 押野山野球場ができないと野球場のことは考えてもらえないような感じがある。押野山に限ら

ず現在の施設も改修するとか課題にして欲しい。 

（委 員） この中には長期的なビジョンというものも含まれているのか。 

（事務局） はい。 

（委 員） 具体的な押野山とか名前が挙がってきているということは可能性が大と捉えられると思う。 

（事務局） 今まで議論に挙がってきているので採り上げてある。 

（会 長） 次の競技スポーツの振興と指導者の育成について説明をお願いする。 

（事務局） <資料説明> 

（会 長） いかがか。 

      （意見なし） 

      次の高齢者、障がい者スポーツの推進についてお願いする。 

（事務局） <資料説明> 

（会 長） いかがか。 

      （意見なし） 

      次のスポーツを通じたコミュニティづくりについてお願いする。 

（事務局） <資料説明> 

（会 長） いかがか。 

      （意見なし） 

      次の計画の推進及び進行管理についてお願いする。 

 

 



協  議  事  項  等 

（事務局） <資料説明> 

（会 長） 見出しの順番が変わっている。 

（事務局） 訂正する。 

（会 長） 目次も訂正して欲しい。体系図も入るのか。 

（事務局） 体系図を入れる位置もいろいろと考えがあるが、一通り読んでからのほうが全体の構成が理解

しやすいと思ってこの位置にしてある。 

（会 長） よいか。 

      （意見なし） 

      資料について説明をお願いする。 

（事務局） <資料説明> 

      アンケート部分のレイアウト、本文への写真やイラストの挿入については、今後、構成したい

と思っている。その部分の構成は、事務局にまかせて欲しい。 

（会 長） 資料編についてどうか。 

      （意見なし）       

整理されたものが議会にまずかけられるのか。 

（事務局） 市の行政経営会議、教育委員会、議会に説明をする。次にパブリックコメントを募集して整理

したものをスポーツ振興審議会にかける予定である。 

（会 長） 流れはそのようになるということである。全体を通じて何かあるか。 

（意見なし） 

 

  －閉会－ 

 

 

 



 


